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1.  平成21年8月期第3四半期の連結業績（平成20年9月1日～平成21年5月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年8月期第3四半期 2,022 △30.7 △120 ― △134 ― △130 ―
20年8月期第3四半期 2,917 △1.7 △237 ― △255 ― △155 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年8月期第3四半期 △1,576.74 ―
20年8月期第3四半期 △3,606.72 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年8月期第3四半期 1,045 249 23.9 1,927.64
20年8月期 1,513 180 11.9 2,699.58

（参考） 自己資本   21年8月期第3四半期  249百万円 20年8月期  180百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年8月期 ― 0.00 ―
21年8月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成21年8月期の連結業績予想（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 3,420 △12.1 △56 ― △57 ― △43 ― △453.97
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１本資料に記載されている業績見通しは、発表日現在で入手可能な情報により作成したものです。実際の業績等は、今後様々な要因によって予測数値  
と異なる可能性があります。 
２当連結会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計  
基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年8月期第3四半期 130,079株 20年8月期  67,403株
② 期末自己株式数 21年8月期第3四半期  501株 20年8月期  501株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年8月期第3四半期  82,972株 20年8月期第3四半期 43,164株
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当第３四半期連結累計期間（平成20年９月１日から平成21年５月31日まで）における経済は、米国

の金融危機による世界的な経済の縮小を招き、輸出の鈍化等を起因として、わが国においても景気減

速が顕著となり、企業収益の悪化を要因とした雇用不安及び個人消費に先行き不透明な状況にありま

す。 

当社が所属する音楽業界についても依然として厳しい状況で推移しております。このような状況

下、当社グループは経営資源の主力事業への集中、コスト削減による売上原価率の改善および費用の

圧縮等に注力しました。 

連結売上高は、音楽ＣＤ市場の縮小傾向等の影響により苦戦を強いられたことから、前年同期より

894百万円（30.7％減）減収の2,022百万円となりました。 

利益面では、固定費等の費用削減に積極的に取り組み、販売費及び一般管理費は528百万円（対前

年同期比31.5%減）となりましたが、音楽ＣＤ販売事業での売上高の落ち込みを補うことができず、

営業損失は120百万円（前年同期は営業損失237百万円）、経常損失は134百万円（前年同期は経常損

失255百万円）となり、四半期純損失は130百万円（前年同期は四半期純損失155百万円）となりまし

た。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（パッケージディストリビューション事業） 

売上高は、前年同期に対して32.2%減の1,735百万円となりました。音楽ＣＤ市場の低迷の影響をう

け、新譜・旧譜の落ち込みが大きく影響し出荷金額ベースでそれぞれ前年同期比24.2%減、36.5%減と

前年同期を大きく下回りました。 

利益面では、前期から引き続き原価率の改善（対前年同期比0.5%減）及び販売費等の削減（対前年

同期比41.3%減）の効果により、営業利益は54百万円と前年同期と比べ47百万円の増益となりまし

た。 

  

（デジタルディストリビューション事業） 

売上高は、前年同期に対して18.3%減の166百万円となりました。 

利益面では、前第２四半期連結累計期間における不採算事業の売却の効果を含めた原価率の改善

（対前年同期比25.3%減）及び販売費等の削減（対前年同期比30.3%減）の効果により、営業利益は２

百万円と前年同期と比べ63百万円の増益となりました。 

  

（レーベル事業） 

売上高は、前年同期に対して20.6%減の120百万円となりました。当社子会社の㈱ディスカスにおい

て、主力商材の発売タイトル数が依然として減少傾向で推移しました。 

利益面では、前期から引き続き制作費の合理化及びコスト削減に取り組み、販売費等の削減（対前

年同期比34.0%減）は進めているものの、製品在庫の評価減及び返品調整引当金繰入等の影響により

原価率の改善には至らず（対前年同期比13.2%増）、営業損失は27百万円と前年同期と比べ１百万円

の改善となりました。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

総資産は1,045百万円となり、前連結会計年度末に比べ467百万円減少しました。主な増加要因は、

一部商材の買い取りによる、たな卸資産19百万円の増加であり、主な減少要因は、売上高の減少によ

る売掛金で203百万円減少いたしました。 

負債は795百万円となり、前連結会計年度末に比べ536百万円減少しました。主な減少要因は、仕入

高の減少による買掛金428百万円、長期借入金の約定弁済額65百万円であります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ69百万円増加し249百万円となりました。主な増加要因は、第

三者割当増資による資本金100百万円及び資本準備金99百万円であり、主な減少要因は、当第３四半

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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期連結累計期間純損失130百万円によるものです。 

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の11.9%から23.9%となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前

連結会計年度末に比べて209百万円減少し、184百万円となりました。 

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりで

あります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によって減少した資金は、379百万円となりました。主な増加項目は売上債権の減少が203

百万円であり、主な減少項目は税金等調整前四半期純損失が128百万円、仕入債務の減少が428百万円

であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によって得られた資金は、38百万円となりました。主として、定期預金の払戻40百万円に

よる増加であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動に得られた資金は、131百万円となりました。これは、社債の発行による収入189百万円に

よる増加、及び長期借入金の返済による65百万円の減少によるものです。 

  

平成21年８月期の通期業績予想に関しましては、平成21年２月27日公表の「平成21年８月期通期・第２
四半期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」から修正しておりませんが、第４四半期（連
結・個別）期間における大型新譜タイトル等の売上動向、また経営合理化の進捗状況を精査した上、通期
業績予想に修正の必要が生じた場合には、直ちに開示いたします。 

  
  

該当事項はありません。 

  

・「たな卸資産の評価方法」 
当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前四半期連結会

計期間末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
 当第３四半期連結会計期間末のたな卸資産の簿価切下げにつきましては洗替法を採用しておりま
す。また、営業循環過程から外れた滞留又は処分見込み等のたな卸資産で、前連結会計年度末におい
て、帳簿価額を処分見込価額まで切り下げているものについては、前連結会計年度以降に著しい変化
がないと認められるものに限り、前連結会計年度末における貸借対照表価額で計上する方法によって
おります。 

  

・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務
諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、
「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

・「たな卸資産」 
通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっておりま

したが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号
平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については
収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 
この変更による損益に与える影響はありません。 
なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 184,008 433,079

受取手形及び売掛金 561,271 765,239

商品及び製品 240,165 221,127

仕掛品 29,185 29,921

その他 40,069 72,046

貸倒引当金 △80,399 △87,525

流動資産合計 974,301 1,433,888

固定資産   

有形固定資産 11,887 13,908

無形固定資産   

その他 11,562 17,047

無形固定資産合計 11,562 17,047

投資その他の資産   

固定化営業債権 154,261 154,261

その他 58,623 58,408

貸倒引当金 △165,085 △164,211

投資その他の資産合計 47,799 48,457

固定資産合計 71,248 79,413

資産合計 1,045,549 1,513,301

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 551,094 979,514

短期借入金 － 39,000

関係会社短期借入金 48,000 －

1年内返済予定の長期借入金 10,000 65,760

未払法人税等 4,215 9,338

返品調整引当金 13,427 15,621

その他 80,769 107,061

流動負債合計 707,507 1,216,295

固定負債   

長期借入金 － 9,935

退職給付引当金 14,416 12,284

負ののれん 1,245 1,779

その他 72,600 92,400

固定負債合計 88,262 116,398

負債合計 795,769 1,332,694

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,857,583 1,757,552

資本剰余金 1,460,098 1,360,317

利益剰余金 △2,929,859 △2,799,033

自己株式 △138,041 △138,229

株主資本合計 249,780 180,607

純資産合計 249,780 180,607

負債純資産合計 1,045,549 1,513,301
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 2,022,834

売上原価 1,614,930

売上総利益 407,903

販売費及び一般管理費 528,846

営業損失（△） △120,942

営業外収益  

受取利息 91

負ののれん償却額 533

その他 2

営業外収益合計 628

営業外費用  

支払利息 1,163

持分法による投資損失 1,964

資金調達費用 10,680

その他 775

営業外費用合計 14,582

経常損失（△） △134,896

特別利益  

貸倒引当金戻入額 6,252

特別利益合計 6,252

特別損失 －

税金等調整前四半期純損失（△） △128,643

法人税、住民税及び事業税 2,182

法人税等調整額 －

法人税等合計 2,182

少数株主利益 －

四半期純損失（△） △130,826
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 527,872

売上原価 423,012

売上総利益 104,859

販売費及び一般管理費 157,258

営業損失（△） △52,398

営業外収益  

受取利息 5

負ののれん償却額 177

その他 －

営業外収益合計 183

営業外費用  

支払利息 495

持分法による投資損失 2,401

資金調達費用 680

その他 770

営業外費用合計 4,346

経常損失（△） △56,561

特別利益  

貸倒引当金戻入額 6,419

特別利益合計 6,419

特別損失 －

税金等調整前四半期純損失（△） △50,142

法人税、住民税及び事業税 633

法人税等調整額 －

法人税等合計 633

少数株主利益 －

四半期純損失（△） △50,776
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △128,643

減価償却費 8,277

負ののれん償却額 △533

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,252

返品調整引当金の増減額（△は減少） △2,194

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,132

受取利息及び受取配当金 △91

支払利息 1,163

持分法による投資損益（△は益） 1,964

資金調達費用 10,680

リース資産減損勘定の取崩額 △19,799

売上債権の増減額（△は増加） 203,094

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,301

仕入債務の増減額（△は減少） △428,419

その他 1,045

小計 △375,880

利息及び配当金の受取額 111

利息の支払額 △1,117

法人税等の支払額 △2,407

営業活動によるキャッシュ・フロー △379,294

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 40,000

その他の支出 △1,605

投資活動によるキャッシュ・フロー 38,394

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 9,000

長期借入金の返済による支出 △65,695

社債の発行による収入 189,995

株式の発行による支出 △1,450

配当金の支払額 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー 131,829

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △209,070

現金及び現金同等物の期首残高 393,079

現金及び現金同等物の四半期末残高 184,008
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

当社グループは、平成18年８月期、平成19年８月期及び平成20年８月期と３期間連続して営業損失

を計上してまいりました。 

当第３四半期連結累計期間においても、コスト低減による売上原価率の改善及び費用削減等の合理

化に注力して参りましたが、音楽ＣＤ市場の低迷等の影響をうけ、売上高の減少により黒字化にはい

たらず120百万円の営業損失並びに当四半期純損失130百万円を計上し、営業活動によるキャッシュ・

フローについても379百万円のマイナスを計上しております。 

また、平成21年８月期通期での業績については依然として営業損失及び当期純損失の計上が見込ま

れることから、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

当社グループは、当該状況を解消するため、有料音楽配信事業を柱とするデジタルディストリビュ

ーション事業の収益拡大につなげるべく、事業シナジーの高い会社との事業提携等の話し合いを進め

ております。また、音楽ＣＤ市場の縮小に伴う新たな事業の創出が必要であることを認識し、新たに

当社の親会社となったアイシス・パートナーズ株式会社との連携を強め、既存事業の効率的な運営

と、新規事業の導入を検討しております。 

さらに、早期の黒字化を達成し強固な経営基盤を確立していくために、人員の適正化を図ることが

急務であると判断し、希望退職者の募集により平成21年8月末日までに10～15名の人員削減をおこな

い、翌連結会計年度の人件費の削減をおこなう予定でおります。 

資金面につきましては、平成21年３月23日付で社債債務の株式化（デット・エクィティ・スワッ

プ）による第三者割当増資を行い財務内容の改善を図りました。また、平成21年４月28日及び同年６

月25日付でそれぞれ48百万円及び10百万円を極度とした借入契約をアイシス・パートナーズ株式会社

との間で締結し、当第３四半期末までに48百万円の借入を実行し、当面の事業に必要な資金の安定確

保に目途を付けております。 

四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な疑義の影響を

四半期連結財務諸表に反映しておりません。 
  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年９月１日 至 平成21年５月31日)
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当第３四半期連結累計期間(自 平成20年９月１日 至 平成21年５月31日) 

 
(注）１．各区分の主な事業内容 

事業区分は、販売形態の類似性及び事業の性質を考慮し、パッケージディストリビューション事

業、デジタルディストリビューション事業及びレーベル事業に区分しております。 

２．会計処理基準に関する事項の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、原価

法から原価法（収益性の低下による簿価の切下げの方法）に変更しております。 

 なお、この変更による損益に与える影響はありません。 

  

  

該当事項はありません。 
  
  

該当事項はありません。 
  

当社は、平成21年３月23日付で、アイシス・パートナーズ株式会社から第三者割当増資の払込みを受

けました。この結果、当第３四半期連結会計期間において資本金が100百万円、資本準備金が99百万円

増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が1,857百万円、資本剰余金が1,460百万円となっ

ております。 

  
  

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

パッケージデ
ィストリビュ
ーション事業 

(千円)

デジタルディ
ストリビュー
ション事業 
(千円)

レーベル事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,735,571 166,750 120,512 2,022,834 ― 2,022,834

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

19,247 ― ― 19,247 （19,247） ―

計 1,754,819 166,750 120,512 2,042,081 （19,247） 2,022,834

営業利益又は営業損失(△) 54,756 2,286 △27,873 29,170 △150,113 △120,942

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年５月31日）

【海外売上高】

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成20年５月31日）

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表等 
(1) （要約）前四半期連結損益計算書 

 
  

「参考」

科  目

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年９月１日

 至 平成20年５月31日）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 2,917,293

Ⅱ 売上原価 2,382,535

   売上総利益 534,758

Ⅲ 販売費及び一般管理費 772,503

   営業損失 237,744

Ⅳ 営業外収益

 1. 受取利息 721

 2. 業務受託料 4,504

 3. その他 5,242

  営業外収益合計 10,468

Ⅴ 営業外費用

 1. 支払利息 11,773

 2. 株式交付費 1,626

 3. 資金調達費用 13,920

 3. その他 536

  営業外費用合計 27,855

   経常損失 255,132

Ⅵ 特別利益

 1. 貸倒引当金戻入額 14,718

 2. 子会社株式売却益 102,449

 3. 保険解約返戻金 6,220

 4. その他 ─

  特別利益合計 123,389

Ⅶ 特別損失

 1. 固定資産除却損 21,349

 2. その他 ─

  特別損失合計 21,349

   税金等調整前 

   四半期(当期)純損失
153,092

   法人税、住民税及び 

   事業税
2,591

   法人税等調整額 ─

   少数株主利益又は 

   少数株主損失(△)
─

   四半期(当期)純損失 155,684
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(2) （要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

  

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年９月１日

 至 平成20年５月31日）

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前四半期(当期)純損失(△) △153,092

   減価償却費 93,589

   貸倒引当金の増減額(△は減少) △6,187

   固定資産除却損 21,349

   保険解約返戻金 △6,220

   リース資産減損勘定の取崩額 △21,371

   売上債権の増加額 100,638

   仕入債務の増減額(△は減少) △165,316

   その他 △179,767

    小計 △316,378

   利息の受取額 2,433

   利息の支払額 △10,695

   法人税等の支払額 △4,881

  営業活動によるキャッシュ・フロー △329,523

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預入による支出 △70,000

   定期預金の払出による収入 770,004

   有形固定資産の取得による支出 △39,780

   連結の範囲の変更を伴う子会社株式 

   の譲渡による収入(△は支出)
165,816

   その他 26,449

  投資活動によるキャッシュ・フロー 852,490

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純増額(△は減少) △837,305

   長期借入れによる収入 ─

   長期借入金の返済による支出 △165,740

   株式の発行による収入 278,400

   その他 △357

  財務活動によるキャッシュ・フロー △725,003

Ⅳ 現金及び現金同等物の換算差額 ─

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △202,036

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 684,752

Ⅶ 現金及び現金同等物の

  四半期末(期末)残高
482,716
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１．希望退職者の募集について 

当社は、平成21年6月25日開催の取締役会において、希望退職者の募集を行うことを決議いたしまし
た。 
  

(1) 希望退職者募集の理由 
当社は、平成18年8月期、平成19年8月期、平成20年8月期と3期連続して営業損失を計上してまいりま

した。 
 このような状況下、当社は平成21年5月27日開催の臨時株主総会にて、新たに親会社となったアイシ
ス・パートナーズ株式会社及びミネルヴァ債権回収株式会社より取締役を4名選任し、早期の黒字化を
目指し抜本的な経営の合理化を進めております。 
 これまでも役員報酬の減額、一部の従業員給与の減額等を実施してまいりました。これらの施策は継
続してまいりますが、早期の黒字化を達成し強固な経営基盤を確立していくためには、更なる人員の適
正化を図ることが急務であると判断し、合理化の具体的対応策の一環として決議いたしました。 
  

(2) 希望退職者の概要 

 
  

(3) 希望退職による損失の見込み額 
希望退職者の募集に伴う会社都合扱いの退職金と特別加算金は、約12百万円～17百万円を見込んでお

ります。 
  

  

２．多額な資金の借入 

当社は、平成21年６月25日開催の取締役会決議に基づき、同日付で借入極度契約を締結しました。 

 
なお、提出日現在の当該契約に基づく借入金未実行残高は10,000千円であります。 

  

  

6. その他の情報
（重要な後発事象）

a. 募集対象者 平成21年7月1日現在在籍の従業員（出向者含む）
b. 募集人数   10～15名（平成21年7月1日現在在籍の従業員 31名）
c. 募集期間   平成21年7月1日 ～ 平成21年7月31日
d. 退職日 平成21年7月1日 ～ 平成21年8月31日
e. その他 退職者に対して会社都合扱いの退職金と特別加算金を支給

(1) 借入金の使途 運転資金
(2) 借入先の名称  アイシス・パートナーズ株式会社
(3) 借入極度額   10,000千円
(4) 利率 年3.50％
(5) 返済期限 協議事項
(6) 返済方法 返済期限に利息も含めて一括返済
(7) 担保 無担保
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